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平成31年1月からe-Taxの利用手続が

より便利になります
（2019年）

ICカードリーダライタマイナンバーカード

今年も税務署に申告
書を提出しにいったけ
ど、混んでたな・・・
来年も税務署に行くの
が大変だなぁ

でも、マイナンバーカー
ドはまだ 取ってない
し、ICカードリーダライ
タも持ってないよ
どうしよう・・・

マイナンバーカードとIC
カードリーダライタがあ
れば、自宅のパソコンから
e-Taxで申告ができるよ！

そういう方でも大丈夫！
税務署でIDとパスワードを受け
取れば自宅のパソコンやスマホ
からe-Taxで申告ができるよ！

ええ そうなんだ！

知らなかったよ！

マイナンバー
カード方式！

ID・パスワード
方式！

マイナンバーカード方式

用意するものは、次の2つ！
① マイナンバーカード
② ICカードリーダーライタ

● マイナンバーカードを利用してe-Taxで申告できます。
● 既にe-TaxのID（利用者識別番号）を取得している方もe-TaxのID・パスワード（暗証番号）が不要になります。

ID・パスワード方式
用意するものは、次の2つ！
ID・パスワード方式に対応した

マイナンバーカードやICカードリーダ
ライタをお持ちでない方は・・・

● IDとパスワードは、税務署で
職員と対面による本人確認
を行った後に発行しますの
で、発行を希望される方は、
運転免許証などの本人確認
書類をお持ちの上、お近くの
税務署にお越しください。

● 国税庁ホームページの「確定
申告書等作成コーナー」での
み利用できます。

※マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまで
　の暫定的な対応です。

平成31年（2019年）1月以降も、引き続き、従来の方式でもe-Taxによる申告書の送信ができます。

① ID（利用者識別番号）
② パスワード（暗証番号）

いつでもどこでも
スマホで申告

平成31年（2019年）1月から

国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』では、
スマートフォンでも所得税の確定申告書の作成ができます。

スマホで見やすい専用画面

給与所得者（年末調整済み）で、医療費控除又はふるさと納税などの寄附金控除を
適用して申告する方は、スマホ専用画面をご利用いただけます！

●ID・パスワードについては、税務署で職員と対面による本人確認を行う方法以外に、平成31年
（2019年）1月からマイナンバーカードとICカードリーダライタを使って、ご自宅等から利用開始
届出書を送信することで、利用できるようになります。

●平成30年1月以降、確定申告会場等で「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取られた方は、
既に利用開始届出書の提出はお済みですので、お手元の申告書等の控えをご確認ください。

●平成31年（2019年）1月以降、e-Taxホームページから確認できるメッセージボックスに保管され
ている受信通知（e-Taxでの申告履歴）や税務署からのお知らせなどを確認するには、マイナン
バーカード等での認証が必要となりますのでご注意ください。

●暫定的な対応であるため、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。
　（国税庁では「マイナンバーカード方式」を推奨しています。）

ID･パスワード方式で手続完結

ID･パスワード方式の利用について

（自宅で保管する必要があります）

（ICカードリーダライタ不要）

国税庁　法人番号7000012050002 平成30年（2018年）4月この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

リサイクル適性

●ID･パスワード方式を利用してe-Taxで送信すれば申告完了!

●e-Taxで送信すれば、源泉徴収票などの添付書類は提出不要!

●申告書の控えはPDF形式でスマホに保存!

印刷も要らなく
なるんだね。

※ID・パスワード方式をご利用できない方は、ご自宅のプリンタやコンビニ等のプリントサービス（有料）を利用して印刷し、税務署に郵送等で提出できます。
※タブレット端末からもご利用いただけます。

A
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　法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人に課されるもので、資本金等の額と従業者数に

応じて事業所等が所在する区ごとに課される均等割と、国税である法人税の税額に応じて課される法人税

割とがあります。なお、均等割については、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の申告から、「期末

現在の資本金等の額（無償増資、無償減資等による欠損填補後の金額）（地方税法第292条第1項第4号の5）」

と、「資本金に資本準備金を加えた金額」とを比較して、税率を適用することになっています。

法人市民税について

事業所税について

法人市民税・事業所税申告書等への法人番号の記載について

☆電子申告をご利用ください☆

広島市役所からのお知らせ

　事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業の費用に充てるため、市内に所在する事業所等に負

担をしていただくもので、事業所床面積に応じて課される資産割と、従業者給与総額に応じて課される従

業者割があります。申告を行う必要があるのは、市内合計の事業所床面積が800㎡又は従業者数が80人を

超える法人又は個人です。また、事業所用家屋を貸し付けている方は、事業所用家屋の貸付けに関する申告

書を提出する必要があります。

　「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、法人市民税

や事業所税の申告書等を提出する際には、同法第2条第15項に定める法人番号（13桁）を記入していただく

必要があります。

〒730-8586　広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市役所財政局税務部市民税課法人課税係（本庁舎8階）　TEL 082-504-2093

　法人市民税の申告書や給与支払報告書等の提出については、簡便で個人情報の保護にも有効な電子申告

「eLTAX（エルタックス）」をご利用ください。土・日・祝日、年末年始を除く8時半から24時まで利用できます。

94号掲載の安古市支部のアットホーム
ズ（株）は、正しくはアートホームズ（株）
の誤りでした。お詫びし訂正いたします。

資本金等の額の比較

「資本金等の額
（±無償増減資等の額）」を適用

「資本金＋資本準備金」を適用

「資本金等の額（±無償増減資等の額）」＞「資本金＋資本準備金」

「資本金等の額（±無償増減資等の額）」＜「資本金＋資本準備金」

詳しい内容や手続等は、eLTAXホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。

平成30年７月豪雨により被害を受けられた方への支援について

　平成３０年７月豪雨により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

　今回の災害により被害を受けられた方は、市税の減免・軽減、申告等に関する期限の延長、市税の徴収猶予等

の支援を受けられる場合があります。

詳しい内容や手続等は、広島市ホームページ（http://www.city.hiroshima.lg.jp/）をご覧ください。

法人市民税・事業所税申告書等の
提出先・問い合わせ先

均等割の適用基準

お詫び

法人番号の記入が必要となる主な提出書類

法人市民税申告書、法人等の設立・設置申告書、法人等の異動届、更正の請求書等
※法人市民税申告書等への法人番号の記入は、平成28年1月1日以後に開始する事業年度分からとなります。

沼田支部

安芸太田支部

北広島町支部

新入会員紹介（平成29年11月～平成30年7月）

新 入 会 員 紹 介
【法人会員】

【個人会員】

広島北法人会にようこそ
公益社団法人公益社団法人

広島北法人会にようこそ

法　人　名 所 在 地 業　　種

可部支部

　園支部

安古市支部

㈱オガワ

㈱プログレス
コーポレーション

㈱ホーム道路

㈱可部街道不動産

第一コンテク㈱

㈱エムテック

㈱丸伸

㈱アディヴ

㈲いわみ

㈱ぐっさいくる広島

㈲伊藤木工

㈱ゆたか

㈲アクティブ

㈱優和

㈱ＭＳ

㈱プレミア・リング

㈲杉田

㈲岡野運送

㈱ニトロ

㈲セイコ工業

エヌエス調査㈱

Be the light ㈱

弁護士法人イマジン
今枝仁法律事務所安佐北支店

㈱ライトグリーン

㈱利上

三入4-8-6

大林1-15-8

可部2-12-7

可部南3-1-12

安佐町飯室4847-1

三入南2-2-5

三入南1-13-14

三入2-19-25-7

安芸太田町大字小板1255-9

亀山南4-25-5

安佐町大字飯室2491-1

安佐南区八木7-6-9

亀山4-19-11

長束西4-50-11-201

西原3-23-20

長束1-34-15

大町西3-18-12

廿日市市河津原574-6

安佐北区落合5-18-3

毘沙門台東1-25-21

古市2-27-4-1

東区戸坂大上4-33-4

落合5-25-16
河合ビル1階

小河原町13

落合南2-3-1

建設資材の販売

広告業

舗装工

不動産

地質調査、測量、設計、井戸

金属加工

工事業

人材紹介業

花販売

建設業

木製家具製造業

児童デイサービス

管工事

建設業

建設業

保険代理店

不動産賃貸借業

運送業

管工事業

土木建設

地質調査

介護

法律事務所

建設業

建設業

高陽支部

法　人　名 所 在 地 業　　種

佐東支部

㈱ビルクライム

㈲ツムギ工務店

豊永設備工業㈱

社会福祉法人 芸北福祉会

㈱エムジー・カーズ千代田

泰興商会㈱

緑井7-25-45

吉山811-53

伴北7-42-25

下筒賀８２１

有田1516-1

本地125

ビルメンテナンス

建設

管工事業

社会福祉法人

自動車、販売、整備

リース、小売

高陽支部

安芸太田支部

個　人　名 所 在 地 業　　種

岩井内装

ビティー広島

AIG損保 中杉啓子

西本住設

トリノメ建築設計

カンセイ

AIG損保 大倉寿雄

AIG損保 佐々木道宏

お食事処 安楽喜

KAJIHARA

可部8-14-7

可部町勝木2166

三入2-10-25

長束西4-8-12

口田1-5-6西野ビル203号

落合南3-1-27-202

下筒賀1083-2

猪山585-1

戸河内433

中筒賀2406

内装工事

厨房設備、メンテナンス

保険営業

建築

建築設計

建築業

AIG損保CA社員

AIG損保（保険業務）

飲食業

土木業

　園支部

可部支部
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詳しい内容や手続等は、eLTAXホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。

平成30年７月豪雨により被害を受けられた方への支援について

　平成３０年７月豪雨により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

　今回の災害により被害を受けられた方は、市税の減免・軽減、申告等に関する期限の延長、市税の徴収猶予等

の支援を受けられる場合があります。

詳しい内容や手続等は、広島市ホームページ（http://www.city.hiroshima.lg.jp/）をご覧ください。

法人市民税・事業所税申告書等の
提出先・問い合わせ先

均等割の適用基準

お詫び

法人番号の記入が必要となる主な提出書類

法人市民税申告書、法人等の設立・設置申告書、法人等の異動届、更正の請求書等
※法人市民税申告書等への法人番号の記入は、平成28年1月1日以後に開始する事業年度分からとなります。

沼田支部

安芸太田支部

北広島町支部

新入会員紹介（平成29年11月～平成30年7月）

新 入 会 員 紹 介
【法人会員】

【個人会員】

広島北法人会にようこそ
公益社団法人公益社団法人

広島北法人会にようこそ

法　人　名 所 在 地 業　　種

可部支部

　園支部

安古市支部
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㈱アディヴ

㈲いわみ

㈱ぐっさいくる広島

㈲伊藤木工

㈱ゆたか

㈲アクティブ

㈱優和

㈱ＭＳ

㈱プレミア・リング

㈲杉田

㈲岡野運送

㈱ニトロ

㈲セイコ工業

エヌエス調査㈱

Be the light ㈱

弁護士法人イマジン
今枝仁法律事務所安佐北支店

㈱ライトグリーン

㈱利上

三入4-8-6

大林1-15-8

可部2-12-7

可部南3-1-12

安佐町飯室4847-1

三入南2-2-5

三入南1-13-14

三入2-19-25-7

安芸太田町大字小板1255-9

亀山南4-25-5

安佐町大字飯室2491-1

安佐南区八木7-6-9

亀山4-19-11

長束西4-50-11-201

西原3-23-20

長束1-34-15

大町西3-18-12

廿日市市河津原574-6

安佐北区落合5-18-3

毘沙門台東1-25-21

古市2-27-4-1

東区戸坂大上4-33-4

落合5-25-16
河合ビル1階

小河原町13

落合南2-3-1

建設資材の販売

広告業

舗装工

不動産

地質調査、測量、設計、井戸

金属加工

工事業

人材紹介業

花販売

建設業

木製家具製造業

児童デイサービス

管工事

建設業

建設業

保険代理店

不動産賃貸借業

運送業

管工事業

土木建設

地質調査

介護

法律事務所

建設業

建設業

高陽支部

法　人　名 所 在 地 業　　種

佐東支部

㈱ビルクライム

㈲ツムギ工務店

豊永設備工業㈱

社会福祉法人 芸北福祉会

㈱エムジー・カーズ千代田

泰興商会㈱

緑井7-25-45

吉山811-53

伴北7-42-25

下筒賀８２１

有田1516-1

本地125

ビルメンテナンス

建設

管工事業

社会福祉法人

自動車、販売、整備

リース、小売

高陽支部

安芸太田支部

個　人　名 所 在 地 業　　種

岩井内装

ビティー広島

AIG損保 中杉啓子

西本住設

トリノメ建築設計

カンセイ

AIG損保 大倉寿雄

AIG損保 佐々木道宏

お食事処 安楽喜

KAJIHARA

可部8-14-7

可部町勝木2166

三入2-10-25

長束西4-8-12

口田1-5-6西野ビル203号

落合南3-1-27-202

下筒賀1083-2

猪山585-1

戸河内433

中筒賀2406

内装工事

厨房設備、メンテナンス

保険営業

建築

建築設計

建築業

AIG損保CA社員

AIG損保（保険業務）

飲食業

土木業

　園支部

可部支部
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10月11日（木）

10月1１日（木）～12日（金）

10月14日（日）

10月17日（水）

11月2日（金）～17（土）

11月8日（木）～9日（金）

11月11日（日）

11月17日（土）

11月18日（日）

11月19日（月）

11月

1月

第35回法人会全国大会 （鳥取大会）
（とりぎん文化会館） 【全法連】

視察研修旅行 （万田酵素・内海造船・別子銅山）
【安古市支部】

第29回会員親睦ゴルフ大会
（広島安佐ゴルフクラブ） 【本会】

絵はがきコンクールの優秀作品展示
（イオンモール広島　園） 【本会】

第32回 「法人会全国青年の集い」 岐阜大会
（岐阜グランドホテル） 【全法連】

絵はがきコンクール表彰式
（イオンモール広島　園） 【本会】

書道パフォーマンス・吹奏楽・税金クイズ
（イオンモール広島　園） 【本会】

法人会・商工会会員親睦旅行
（閑谷学校・岡山方面） 【高陽支部】
　
広島国税局長講演会
主催：広島市近隣6法人会（リーガロイヤルホテル広島） 
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新春講演会 講師 大野　豊氏 【安佐支部】
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被災された皆様へ･広島北法人会会長あいさつ
広島北税務署長着任あいさつ・第6回通常総会
青年部会30周年式典&祝賀会・支部活動・お知らせ･青年部会活動･女性部会活動
会員企業PICK UP・ひととき・西部県税事務所からのお知らせ
広島北税務署からのお知らせ・広島市役所からのお知らせ・新入会員紹介・行事予定
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消費税期限内納付
法人会

推 進 運 動

第6回通常総会特
集

Vol.95
2018年秋号

21世紀のよき経営者を目指して!

公益社団法人

広島北法人会

■表紙写真について

安佐南区緑井町の権現山毘沙門堂
　現在は、広島県真言宗教団のお寺で、1065年に毘沙門天像を本尊とし

て開基され、ご本尊の御開帳が行われる初寅祭には、家内安全や商売繁盛

などを願って毎年約2万人が訪れます。1988年に焼失し一部コンクリー

ト造として1990年に再建されました。2014年の8.20豪雨土砂災害で、

柱などを壊す大きな被害がでましたが、大勢のボランティアによる支援

などを受け2016年11月に修復工事が完了しました。色づきはじめた楓

と修復した白壁の毘沙門堂です。

ごん げん ざん




